
2017年6月19日現在 

商店街 店名・屋号 住所 電話番号(0557)

囲炉裏家　いち 伊東市猪戸1-2-4 36-1565
杉本商店 伊東市中央町9-17 37-2566
文寿堂 伊東市猪戸1-2-3 37-3293
焼肉　寿光園 伊東市中央町13-35 36-5913
三光堂 写真館 伊東市中央町9-13 37-3388
伊豆柏屋本店 伊東市中央町3-7 37-1322
イタリアン　ハウス　トスカナ 伊東市中央町3-5 36-2061
チャームショップ柏屋 伊東市中央町9-19 37-2206
紅谷 伊東市中央町4-6 37-2129
フロリスト小出 伊東市松川町5-40 37-2717
新丁薬局 伊東市中央町9-22 37-2314
わさびの大見屋 伊東市中央町3-9 36-3837
文具の太田紙店 伊東市松川町3-4 37-2752
カメラのヤマハン 伊東市松川町2-6 37-2761
ダンス衣料品ＭＡＫⅰＮＯ 伊東市中央町6-12 37-4833
丸嶋 伊東市松川町4-18 37-2508
アコーティック 伊東市中央町6-15 36-2402
ねりものや　武 伊東市中央町5-4 48-7074
炭家　くろべえ 伊東市松川町2-5　Ｋ-Ｉビル１Ｆ 36-2117
ナカムラヤ 伊東市中央町4-6 37-3341
菓子舗　笹本 伊東市松川町5-42 37-2815
モスバーガー　伊東店 伊東市松川町5-41 36-7335
福楽 伊東市松川町5-43 36-5100
花の紫香園 伊東市猪戸1-3-15 37-8783
カフェグレコ 伊東市猪戸1-1-9 36-7694
大黒屋 伊東市猪戸1-5-43 37-3030
おかずのあんどう 伊東市猪戸1-1-15 37-3695
松田椿油店 伊東市猪戸1-1-18 37-3812
ブティックパルファン湯の花通り店 伊東市猪戸1-1-12 38-7641
ひもの専門店　平田屋 伊東市猪戸1-5-47 37-1928
市川製茶工場・湯の花通り店 伊東市猪戸1-2-1 37-4056
備屋珈琲自家焙煎工房 伊東市猪戸1-5-35 36-2531
石舟庵　湯の花店 伊東市湯川1-14-12 38-1188
うなきん・きんごろう 伊東市猪戸1-3-14 36-7588
梅家　湯の花店 伊東市湯川1-14-9 37-9111
ファッションルーム西山 伊東市猪戸1-3-14 37-2584
メイト本店 伊東市猪戸1-5-41 36-3545
メイト湯の花店 伊東市猪戸1-1-10 36-0051
なかや毛糸店 伊東市湯川1-16-7 36-3622
一進堂 伊東市猪戸1-1-12 37-3387
アケミ洋装店 伊東市猪戸1-5-44 37-5316
村田くだもの店 伊東市湯川1-14-10 37-3933
楽味家　まるげん 伊東市猪戸1-4-1 32-5152
株式会社入船 伊東市湯川1-16-10 36-5711
中華　味菜 伊東市猪戸1-5-44味菜ビル 36-9644
美容室 スーパー・アトリエ 伊東市猪戸1-5-41メイトビル２Ｆ 36-5973
成木屋 伊東市湯川1-16-18 36-3617
とんかつ  みその 伊東市湯川1-16-16 37-5000
わらじ庵 伊東市湯川1-16-16 37-5000
まんじゅう屋 みその 伊東市湯川1-16-16 37-5000
ヤマモトコーヒー一番館 伊東市銀座元町3-20 37-9622
ヤマモトコーヒー二番館 伊東市銀座元町4-5 36-7420
キベメガネ 伊東市銀座元町7-4 37-0627
山本輪店 伊東市竹の内2-3-6 37-3484
メガネのイワマツ 伊東市竹の内2-3-8 36-4111
和食・鉄板焼　壱家 伊東市銀座元町2-12 52-6323
進々堂時計店 伊東市銀座元町7-1 37-2692
冥らく　伊豆 伊東市銀座元町1-18 78-0049
米山鮮魚店 伊東市桜木町1-5-18 37-2828
パティスリー和菓子　甘青堂 伊東市弥生町4-1 37-3946
手打ちそば　手打ち庵　桜木町店 伊東市弥生町2-2 37-1838
セブンイレブン伊東桜木町店 伊東市桜木町2-3-16 37-1770
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ラーメン・餃子　紅龍 伊東市八幡野1183　やまもプラザ 53-3501
あおぞら工作室 伊東市八幡野1183　やまもプラザ 23-2794
メガネのハヤフジ 伊東市八幡野1183　やまもプラザ 53-3601
海鮮料理　おかりば 伊東市八幡野1183　やまもプラザ 54-7711
武いずみ　伊豆佳 伊東市八幡野1183　やまもプラザ 54-0001
リトルキッチンＭＯＭＯ 伊東市八幡野1183　やまもプラザ 54-3239
そば処　いし川 伊東市八幡野1183　やまもプラザ 54-2261
わさび処　市山分店 伊東市八幡野1183　やまもプラザ 53-1462
ハッピーハウス農園　伊豆高原店 伊東市八幡野1183　やまもプラザ 54-6877
信海 伊東市八幡野1183　やまもプラザ 53-0424
伊豆柏屋・伊豆高原店 伊東市八幡野1183　やまもプラザ 53-1110
市川製茶工場・伊豆高原店 伊東市八幡野1183　やまもプラザ 37-4056
豚まるき 伊東市松川町5-30橋本ビル1階 37-1239
ブティックパルファン中央店 伊東市中央町6-15 37-2125
ステーキ　すき焼　　茶風寿笛 伊東市中央町7-4 37-2211
スイートハウスわかば 伊東市中央町6-4 37-2563
KORURI（生活の木ハーブギャラリー） 伊東ショッピングプラザデュオ 38-0164
NEW　つるや 伊東ショッピングプラザデュオ 38-0133
フォトゴール 伊東ショッピングプラザデュオ 38-0135
メガネの貴心 伊東ショッピングプラザデュオ 38-0166
バッグのエンド― 伊東ショッピングプラザデュオ 38-0155
上島スポーツ 伊東ショッピングプラザデュオ 36-7867
D-Spice 伊東ショッピングプラザデュオ 38-0156
オード 伊東ショッピングプラザデュオ 38-0154
アンダンテ 伊東ショッピングプラザデュオ 38-0152
本のサガミヤ　デュオ店 伊東ショッピングプラザデュオ 32-0303
中門水産デュオ店 伊東ショッピングプラザデュオ 37-3296
モン・リーブ　デュオ店 伊東ショッピングプラザデュオ 37-7093
石舟庵　デュオ店 伊東ショッピングプラザデュオ 38-0125
中華そば　さくら 伊東ショッピングプラザデュオ 38-0141
フレッシュネスバーガー　伊東デュオ店 伊東ショッピングプラザデュオ 38-0139
デュオカウンター 伊東ショッピングプラザデュオ 38-0146
マルヰエナジー　宇佐美営業所 伊東市宇佐美1803-3 48-9237
文化堂 伊東市宇佐美1795 48-9353
備屋珈琲自家焙煎工房　伊豆高原店 伊東市大室高原10-313 51-5311
石舟庵　湯川本店 伊東市荻549-6 38-3500
石舟庵　川奈店 伊東市川奈1255-90 44-1800
メルローズ　マーケット 伊東市大室高原10-363 51-4311
三木洋菓子店 伊東市猪戸1-6-18 37-3807
梅家　伊東店 伊東市湯川572-87 37-8866
梅家　伊豆高原店 伊東市富戸1101-29 51-5388
㈲花徳 伊東市八幡野1184-15 54-1678
工藤精肉店 伊東市湯川1-11-15 37-5040
駅弁の祇園 伊東市広野1-2-5 37-3366
祇園のそば店 伊東市湯川3丁目　伊東駅内 37-3366
ビッグベン伊東店 伊東市玖須美元和田727-905 32-2522
ＭＡＲＵＳＩＭＡ化粧品 伊東市松原湯端2-12 37-6688
本のサガミヤ　広野店 伊東市広野4-1-4 37-6767
魚河岸 伊東市松原本町10-9 36-4577
すし処 澤 伊東市湯川1-1-11 36-0561
セブンイレブン伊東 ベイサイド店 伊東市静海町11-8 35-9811
セブンイレブン伊東 湯川店 伊東市湯川543-2 38-3238
モン・リーブ　荻店 伊東市荻141-8 38-2623
市川製茶工場　本店 伊東市湯田町2-12 37-2366
市川製茶工場　吉田店 伊東市吉田574-2 45-1125
眼鏡市場　伊東店 伊東市吉田684-1 45-8189
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